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常陸大宮市教育委員会５月定例会議事録

１ 会議の名称 常陸大宮市教育委員会５月定例会

２ 開 催 日 令和４年５月２５日（水）午前１０時００分から

午前１０時４３分まで

３ 開 催 場 所 常陸大宮市役所 行政委員会室

４ 出 席 者

（１）教 育 長 小野 司寿男

委 員 生天目 茂

委 員 宮本 亜希子

委 員 宮田 則子

（２）事務局及び説明者

教育部長 諸澤 正行

学校教育課長 小泉 博美

生涯学習課長 小室 修

文化スポーツ課長 圷 裕志

指導室長 河野 護

学校教育課課長補佐 青山 正樹

学校教育課主事補 内藤 大地

５ 報 告

報告第１３号 教育長報告について

報告第１４号 指定学校の変更許可について

６ 議 案

議案第３１号 専決処分の承認を求めることについて（議会の議決を経るべき事

件の議案の意見について）

議案第３２号 専決処分の承認を求めることについて（常陸大宮市立図書情報館

協議会委員の任命について）

議案第３３号 専決処分の承認を求めることについて（常陸大宮市公民館運営審

議会委員の委嘱について）

議案第３４号 常陸大宮市児童生徒の就学に関する規則の一部を改正する規則に

ついて

議案第３５号 常陸大宮市就学援助費支給規則の一部を改正する規則について
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議案第３６号 令和４年度就学援助費支給額等の決定について

７ その他

（１）各課及び教育委員の行事予定について

（２）教育委員会所管事務契約案件報告について

（３）その他

８ 次回の定例会日程について

９ 閉 会

１０ 傍聴人の人数 なし

１１ 会議の大要

小野教育長 本日の欠席者は１名です。

定足数に達していますので、ただいまより、常陸大宮市教育委員会５月定例

会を開会いたします。

（午前１０時００分開会）

小野教育長 本日の議事録署名人の指名を行います。議事録署名人に宮本亜希子委

員を指名いたします。

本日の会議日程は、お配りした会議資料のとおりです。

それでは議事に入ります。

はじめに、「日程２報告」を議題といたします。

報告第１３号 教育長報告となりますので、私の方から報告をいたします。

まずはじめに、学校行事、体育祭及び運動会関係になります。

中学校の体育祭が５月１４日の予定でしたが、雨天の為、第二中学校、山方中

学校、明峰中学校の３校が１５日に順延し実施しました。なお、大宮中学校は、

１５日はグランドの状態が悪く、１８日に延期し実施しました。また、大宮西小

学校、緒川小学校、御前山小学校の３校を除く８校の小学校で運動会を２０日に

実施しました。終わってすぐに雨に降られた所もあるようです。なお、全ての小

中学校とも午前中の開催としております。明峰中学校は、会議の関係でお伺い出

来ませんでしたが、その他の中学校３校、小学校８校全部を参観して参りました。
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美和小学校だけ残念ながら閉会式の後に到着しまして、見れませんでした。中学

校の体育祭は、先生方の燃え方が素晴らしかったです。自分が競技をした方が良

いんじゃないかと思うくらいの、子供達との連携、感動しました。小学校の運動

会は、なによりも子共達の嬉しそうな笑顔、そして地域の方々やお父さんやお母

さん方に見守れながら、一生懸命走ったり演技をしたりし、久しぶりの子供の爽

やかな笑顔がどこの小学校でも見られました。校長先生も、その様な姿に涙ぐむ

方もいらっしゃいまして、非常に良い行事だったと思います。天気が良くて良か

ったです。

次に、４月２５日以降の小中学校における、新型コロナウイルス感染症の陽性

者数についてですが、合計１８人となっております。

ゴールデンウイーク明け、感染者の増加が心配されましたが、なんとかもちこ

たえている状況です。

なお、政府の基本的対処方針で、学校の体育の授業では、マスク着用の必要が

ないことが盛り込まれたことを受けて、文部科学省は、昨日付けで、全国の学校

に対して事務連絡を出したと思います。

今回決定した基本的対処方針では、学校でのマスク着用について、十分に距離

が確保できる場合や、体育の授業では必要がなく、特に夏場は熱中症対策を優先

して、マスクなしの指導をするとしております。一方で、人との距離が十分に確

保できない時や、運動部の部活動での食事や、集団での移動にはマスク着用を求

められております。また文部科学大臣は、登下校の会話に注意し、マスクを外す

ことについても感染対策と学びの継続があるが、熱中症対策も重要として周知す

るとしています。この他に、体育の授業についても「屋外の運動場に限らず、屋

内のプールや体育館もマスクの着用は必要ない」として、メリハリのあるマスク

の着用を促す考えを示しております。

また、文科省からはまだ通知等がありませんが、通知があれば内容を十分に精
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査したうえで、対応を図っていきたいと思います。

次に、明日から議会が開会されます。今回の一般質問は、６月１日と２日に、

７人が行いますが、教育委員会関係は６人の方から質問が出ております。内容に

ついては次回報告させていただきます。なお、閉会は６月１０日を予定しており

ます。

別件になりますが、教育長として小中学校全校全てを一度訪問しました。今年

度は、教育委員さん方の学校訪問も再会する予定です。私が感じる所としては、

どこの学校も、校長先生の指令指導の下、先生方が大変一生懸命子供達をなんと

か育てようと努力なさっている姿が印象的でした。ただ、学校それぞれに全く問

題が無いわけではありませんので、教育委員会としても支援が必要な所も沢山あ

りますので、抜けの無いように丁寧に対応していかなければならないと考えてお

ります。

以上、報告いたします。

小野教育長 ただいまの件について、質問があればお願いします。

生天目委員 確認ですが、西小と御前山小と緒川小の運動会の予定日はいつですか。

小泉学校教育課長 １０月２２日です。

生天目委員 １０月２２日ですね。はい、分かりました。

小野教育長 他にありますか。

無いようですので、次に移ります。

ここで皆様にお諮りいたします。

この後の報告第１４号につきましては、個人情報に関する内容が含まれており

ます。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第１４条第７項の同項のただし書

きの規定により、人事に関する事件その他の事件について教育長または委員の発

議により、出席委員の３分の２以上の多数で議決したときは、会議を公開しない
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ことになっています。

つきましては、個人情報保護の観点から、会議を非公開にしたいと思いますが、

賛成の委員の挙手を求めます。

（委員全員 挙手）

小野教育長 全員一致ですので、報告第１４号につきましては、非公開といたします。

小野教育長 会議日程に戻ります。

報告第１４号 指定学校の変更許可について事務局の説明をお願いいたします。

小泉学校教育課長 【報告第１４号について説明】

小野教育長 説明が終わりました。質問があればお願いいたします。

無いようですので、報告は以上になります。

小野教育長 続きまして、「日程３ 議案」に入ります。

議案第３１号 専決処分の承認を求めることについて（議会の議決を経るべき

事件の議案の意見について）を議題とします。事務局の説明をお願いします。

小泉学校教育課長 【議案第３１号について提案・説明】

小野教育長 説明が終わりました。質問があればお願いします。

無いようですので、採決に移ります。議案第３１号につきましては、原案のと

おり承認することでよろしいでしょうか。

各委員 ＜異議なし＞

小野教育長 異議なしと認め、議案第３１号につきましては、原案のとおり承認とい

たします。

続きまして、議案第３２号 専決処分の承認を求めることについて(常陸大宮

市立図書情報館協議会委員の任命について）を議題とします。事務局の説明をお

願いします。

小室生涯学習課長 【議案第３２号について提案・説明】

小野教育長 説明が終わりました。質問があればお願いします。
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無いようですので、採決に移ります。議案第３２号につきましては、原案のと

おり承認することでよろしいでしょうか。

各委員 ＜異議なし＞

小野教育長 異議なしと認め、議案第３２号につきましては、原案のとおり承認とい

たします。

続きまして、議案第３３号 専決処分の承認を求めることについて(常陸大宮

市公民館運営審議会委員の委嘱について)を議題とします。事務局の説明をお願

いします。

小室生涯学習課長 【議案第３３号について提案・説明】

小野教育長 説明が終わりました。質問があればお願いします。

無いようですので、採決に移ります。議案第３３号につきましては、原案のと

おり承認することでよろしいでしょうか。

各委員 ＜異議なし＞

小野教育長 異議なしと認め、議案第３３号につきましては、原案のとおり承認とい

たします。

続きまして、議案第３４号 常陸大宮市児童生徒の就学に関する規則の一部を

改正する規則について を議題とします。事務局の説明をお願いします。

小泉学校教育課長 【議案第３４号について提案・説明】

小野教育長 説明が終わりました。質問があればお願いします。

無いようですので、採決に移ります。議案第３４号につきましては、原案のと

おり可決することでよろしいでしょうか。

各委員 ＜異議なし＞

小野教育長 異議なしと認め、議案第３４号につきましては、原案のとおり可決とい

たします。

続きまして、議案第３５号 常陸大宮市就学援助費支給規則の一部を改正する
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規則について を議題とします。事務局の説明をお願いします。

小泉学校教育課長 【議案第３５号について提案・説明】

小野教育長 説明が終わりました。質問があればお願いします。

生天目委員 該当するのは、太田一高だけですか。

小泉学校教育課長 これまで市内に住所がある方で茨大付属中の方がいましたが、こ

のような案件が無かったので、今回太田一高に通われたお子様で準要保護に該当

する方がいまして、新たに市で対応しなくてはならないということがありました

ので、県内全体を見渡すなかでの対応になります。

生天目委員 付属中も対象になるということですか。

小泉学校教育課長 準要保護に該当する方がいらっしゃいましたら、市の方で対応し

ていきたいと思います。

生天目委員 水戸一高もですね。

小泉学校教育課長 そうです。

小野教育長 他にありませんか。

無いようですので、採決に移ります。議案第３５号につきましては、原案のと

おり可決することでよろしいでしょうか。

各委員 ＜異議なし＞

小野教育長 異議なしと認め、議案第３５号につきましては、原案のとおり可決とい

たします。

続きまして、議案第３６号 令和４年度就学援助費支給額等の決定について

を議題とします。事務局の説明をお願いします。

小泉学校教育課長 【議案第３６号について提案・説明】

小野教育長 説明が終わりました。質問があればお願いします。

宮本委員 中学校が今年度から部活動が自由になり、必ずしも絶対加入ではないとな

り、もし部活動に加入していないお子さんの場合は、部活動費は無くなるんです



8

か。

小泉学校教育課長 クラブ（部）活動費は部活動に関する品目になりますので、該当

無し、支給されません。

宮本委員 ありがとうございます。

小野教育長 他にありますか。

無いようですので、採決に移ります。議案第３６号につきましては、原案のと

おり可決することでよろしいでしょうか。

各委員 ＜異議なし＞

小野教育長 異議なしと認め、議案第３６号につきましては、原案のとおり可決とい

たします。

以上で議案が終了しました。

続きまして、「日程４ その他」に入ります。

（１）各課及び教育委員の行事予定について、事務局の説明をお願いします。

小泉学校教育課長 外 [行事予定説明]

小泉学校教育課長 [教育委員の予定説明]

小野教育長 ただいまの件について、質問があればお願いします。

無いようですので、（２）教育委員会所管事務契約案件報告について、事務局

の説明をお願いします。

圷文化スポーツ課長 [資料４により説明]

小野教育長 ただいまの件について、質問があればお願いします。

無いようですので、（３）その他について、事務局又は委員の皆さまから何か

ありましたらお願いします。

宮本委員 ４月に小学校と中学校の授業参観に行ってきました。先ほど教育長がおっ

しゃったように、先生方も頑張って子供達を教えてくれているな、と感想を持ち

ました。一番上の子が中学校１年生なので、何回かは授業参観は行っているんで
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すが、今回初めて、子供達が授業を面白いと思っている時はこんな顔をするんだ、

と初めて見ました。新任の先生の授業も見たんですが、初めて保護者が見に来る

授業参観は、凄く緊張するじゃあないかな、と思ったんですが、凄く落ち着いて

大きな声で教えていたので凄いなと思いました。あと、他の教科ですが、実生活

と結びつけて教えていた科目があったんですが、この先生に教わってたら私もこ

の教科を好きになっていたなあと思う事もあったし、SNS に関してやってた先生

もいたんですが、凄く細かい所までやっていて、子供達も積極的に発表したりし

て、もしかして大人よりもメディアリテラシーがしっかりと埋め込まれて、危な

いような活用にはならないんじゃないかな、という感想を持ちました。市内小学

校、中学校ある中での１つずつ見た感想ですが、先生方も頑張っていると思いま

した。

小野教育長 ありがとうございました。

学校訪問もありますので、是非他の学校もご覧になって頂きたいと思います。

他にありませんか。無いようですので続きまして「日程５ 次回の定例会の

日程について」をお願いいたします。

小泉学校教育課長 （６月定例会について日程調整）

小野教育長 それでは、６月定例会については令和４年６月２７日月曜日、午前１０

時より開催することでよろしいでしょうか。

以上をもちまして、常陸大宮市教育委員会５月定例会を閉会いたします。

（閉会：午前１０時４３分）


